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KR－300B（ST－Type）に関する補足情報

★はじめに

12月号で，チェコのKR－Enterprise社製の300B系出

力管のニューフェイス：KR－300B（Cylinder－Type）につ

いてご紹介しましたが，その際，すでに先行発表されてい

る同モデルのST型とT型（TubularType）は内部髄

が違う旨のお話をいたしました．

ところが12月号用の原稿を書き上げた後（11月始め）

に秋葉原の真空管販売店に入荷したKR－300B（ST型）を

見て，もうピックリ．〟

電隆がT型と同じ構造にモデル・チェンジされるととも

に，プレートの仕様まで変更されたことがわかりましたの

で，補足博識としてご報告したいと思います．

★KR－300B（ST－Type）の変更点

今回の具体的な変更点は，①T型（Tubular－Type）同

様にプレート正面の上下4カ所に3mm程度の切り欠き

が設けられたこと．

（②グリッド放熱坂がT型同様の横1枚もの（52BXや

842VHDと同じタイプ）になったこと．

③T型同様にフィラメント接締部分に2枚のフィンが

設けられたこと．のほかに

④プレート上部両角の斜めカットをやめたこと．

⑤プレート部材の厚みが2倍となったこと，があげられ

ます．

①－、③については，各モデル間で部材の共通化がさらに

進行したことを物語っています．

また，④については，電極の組み立て精度が向上したた

め，バルブ封止の際に髄の位置関係の誤差を考慮に入れ

る（＝プレートの角を斜めにカットすれば胃壁と電極の位

置関係の誤差はかなり吸収できる）必要がとても少なくな

ったためかと思われます．これ一糊かいことですが，KRの

技術水準の高さと自信のあらわれを証明しているともいえ

ます．

さて注目すべきは⑤で，プレートの部材が従来の2倍の

1mm程度厚になったことで，何とこれは上位モデルの大

型出力管842VHDや52BXと同じ厚みです．
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●ソプテック6C450－Eの外観

現在確認できる範囲では，プレート（別パーツのフィン部

分は除く）ibプレス形状はKR－300B（ST型）も842

VHDも52BXもそれぞれ異なるものの，素人目にはKR－

300Bのプレートの素材は上位モデルと共通化されたよう

にも見えます．

ところでプレートの素材については，52BXは，一説に

よると過去のVV52B時代からチタンではないかと言わ

れていますが実際のところは不明です．しかし，お互い

の部材の厚みが同じことから，プレートの素材も共通化さ

れだと仮定すると，KR－300B（ST型）もひょっとしたら

チタンプレート？なのかもしれません．

ただしこれはあくまでも素人の目測であって，真実は，

球を割って分析するか，KRのオーナーのkron氏に確認

するしか方法がありません．

私としては．いずれkron氏に何らかの方法でお伺いし

たいと思っています．

★まとめ

KR－300Bは進化し続けているようです．

T型で採用された新しい工夫が今回ST型にも及んだ

ことから，いずれ近いうちに12月号でご紹介したC型

（Cylinder－Type）も鐙極の仕様が変更されるものと考えら

れます．と同時に上位モデルの高出力管：KR－300BXLS

もモデルチェンジされることが十分考えられます（海外の

Web上ではすでにT型の存在が確認できました）．

KR－Enterprise社の開発意欲には，いつもながら感心

させられます．
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Sovtekの新型3極MT管　6C45Ⅱ－Eに
ついて

★はじめに

ロシアには軍用管の流れを引き継ぐ興味深い球がいくつ

もあります．

例えば以前8月号でご紹介した強力ドライバ用双三陸

曹6H30HEB（＝6H30PゼB）や6C33C－B，6C4l

P，6C19Pといった電圧調整用強力三極管や，6BQ5

WA．5881，12AX7WA等といった欧米の球と互換性を

待つ耐震構造の商信頼管も多数あります．

ところで，これら軍用管の流れを引き継ぐロシア球は，

そのほとんどが近年に生まれた新種ではなく，実際は，以

前から旧ソビエト連邦の軍需物資として連邦内の各国営工

場で継続生産されていたものが，ソ連崩接後は民生用途向

けに転用されたもののようです．

今回ご紹介する6C45Ⅱ－E（＝6C45P－E）は，サイズ

は12AX7A並みのMT管ながら，パワー管並みの驚く
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べき特性を秘めたユニークな傍熟塾三極管です．

ちなみに製造メーカーは，300Bや2A3族（一枚プレー

ト型）を生産しているRenector社です．

日本では7月中旬頃に初めて秋葉原に入荷し，私もきっ

そくサンプルを賠入しましたが，欧米球に類似品種が見当

たらないこともあって，「一体どうやって使うのだろう？」

と今日まで頭をひねっていたシロモノです．

しかし，工夫次第では意外と楽しめる球ではないかと思

います．

★電気的特徴

6C45P－Eの規格は表のとおりです．

このように6C45m－Bは，小柄なMT管にもかかわら

ずP損失7．8W，Ipmax＝52mA，／Lが52と商いわりに

はGm＝45mA／Vという驚くべき常駐を持った球です．

グリッド回路抵抗は，Gmが相当高いためなのか最大

150Knに制限されています．Epmaxが150Vと低めな

ことを考えると，6C45nEは，低圧でIpをたっぷり流し

て動作させるような性格の球のように思われます．

なお，6C45Ⅱ－Eという型番は，1956年以降に定められ

たロシアの命名法（＝EncordingSystem）によるもので，

LIITmedope簾atIh9YalLles：

←ソプテックー→

6C45m－Eの

規格

（Webより）
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型番の左から順に，Ef＝6．3Vの単ユニット3極管；開発

（登録）シリアルNo．45．小型ボタンステムの長寿命管とい

うことを意味しています．

★構造的特徴

まず外観は12AX7と同じサイズのMT9ピン型で，

ピンはロシア製EF86同様に先端が尖った明るい銀白色

のメッキ処理がされたタイプです．球の上部には他のロシ

ア球同様に銀色のゲッターが多めに飛ばされています．

パルプ表面には6C45PIという型番と4桁のデートコ

ード（今回のサンプルは0005：つまり2000年5月製）が黒

インクで印字されていますが，その一方で6C45Ⅱ－Eと

いう型番と9009というデートコード，製造元の

Renector社を示すロゴマークが銀色で焼き付けられてい

ます．

これは90年9月にロシアのRenector社で製造された

6C45n七が，米国の真空管商社：NewSensor社から

2000年5月にSovtekブランドの6C45PIという球と

して出荷されたことを物語っています．（注：Sovtekと

は，NewSensor社のロシア球のブランド名です．）

ここで，球の型番が6C45PIと6C45Ⅱ－Eの2つが併

記されていることに戸惑いを感じられる方もいらっしゃる

かとは思いますが，海外で公表されているロシア球の規格

表によると6C45Ⅱ－Eと標記されていることと，その後

入手したRenector社の元箱人の87年製の同種のサンプ

ルを見ても6C45Ⅱ－Bと印字されていることから，6C45

PIはSovtekブランドの独自のネーミングのようです（ち

なみに6H30Ⅱ－EBもSovtekでは6H30PIとネーミン

グされています）．

続いて内部構造を見てみましょう．

まず初めに目につくのは，黒化処理された大型の分厚い

2枚のプレートです．このプレートの厚みは実に1mmも

あり．何と6C33C－Bや6C41Cのプレートと同じ厚さ

です．

正面から見たプレートの形状は「工」の字の中棒の太い

形となっています．具体的には，1枚板のプレート材の上

下4箇所に切り込みを入れて，真ん中の部分を900折り曲

げています．この900折り曲げられた中央部は放熱フィン

として機能しています．

プレート材同士は6C33C－Bや6C41Cと同様に上

下4箇所で連結されるとともに，約3mmの間隔で対向し

ており，このギャップの中にカソードとグリッドが納まっ

ています．

グリッドは直径Imほどの極太の支柱に極めて細い

線が高密度に巻かれたフレームグリッドです．カソードは

幅5mmはあろうかと思われる幅広の短形で，いかにも豊

富なエミッションが得られそうなタイプです．

プレートークリッドーカソードそれぞれの電極間隔が1
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●6C450－Eの新（右）と旧（左〉型管の比絞

m弱と極めて近接していることと，幅広のカソードを見

ると45，000（45mA／V）という非常に高いGmも納得で

きます．

ゲッターは6H30mゼBと同じ大型のリングゲックー

で，電匝上下のマイカを貫通し．補強材としての役割も担

っている2本の支柱によって支持されています．

電極の引き出し線は，プレート用が1本，グリッド用が

2本，カソード用が放射状に4本配置されています．

カソード用の引き出し線が4本もあるということは，Ip

が多い球ゆえに，恐らくカソード電流の局部集中化による

トラブルを防ぐためかと思われます．

さて，6C45Ⅱ－Eの構造上最もユニークな点は，カソー

ドの上端をアンカーで釣っていることてす．

具体的には，グックー支柱の1本に溶接された，髪の毛

よりも細いワイヤー製の1ターンの巻きバネが桓形のカソ

ードの端に溶接されていることです．

傍熱管でなぜこのような構造をとっているのか理解に苦

しむところですが，ひょっとしたら軍用管としての使用日

的や高Gmの広帯域増幅管ゆえにカソードの偏俺や振動

等を抑えるためなのかもしれません．

★まとめ

今回ご紹介した6C45Ⅱ－Eは，Epmax＝150Vながら

〟＝52　Eg二一9Vという手頃な特性の反面，45．000（45

mA／V）という非常に高いGmのため．「一体どうやって使

うのだろう？」と悩んでしまいます．

Sovtekがなぜ今になってこのような球をオーディオ用

に発表したのか？理解に苦しむところですが，個人的に

は小型OTLアンプやライン出力段などで用いてみたら面

白いかと思っています．

私はまだこの球の使い方がよくわかりませんが，高Gm

特性を生かした使用例など潮が確認できましたら改めて

ご報告したいと思います．
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